Level A2 Business English

Using Conjunctions In Sentences
文中での接続詞の使い方

Lesson 8

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

I like my office but not the
location.
私は私のオフィスが好きですが、場所が好きではありません。

2 SITUATION
状況
Mr. Fujita is talking with his coworker Mr. Fisher, who is from the main branch.
フジタさんは本店から来たフィッシャーさんと話しています。

3 DIALOGUE
ダイアログ
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

Mr. Fisher: Do you like your office?
Mr. Fujita : Yes I do. I like my office
but not the location. My
office is in an
inconvenient place.
Mr. Fisher: Exactly. It’s a little far
from the station.

フィッシャー：
あなたはあなたのオフィスを気に入って
いますか？

フジタ：
はい。オフィスは気に入っていますが、
場所が好きではありません。不便な場
所にありますから。

フィッシャー：
確かにその通りですね。駅からちょっと
離れていますね。

4 VOCABULARY
語い
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

location
exactly

場所、位置
確かに、その通り

inconvenient
far from~

不便な
～から離れている
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FOCUS
5 LANGUAGE
今日のポイント

I like my office but not the
location.
私は私のオフィスが好きですが、場所が好きではありません。

Combining Sentences with Conjunctions
接続詞を用いて文をつなげる

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

Do you have a pen and a notepad?

ペンとメモ帳を持っていますか？

He looks gentle, but he has a short
temper.

彼は穏やかに見えますが、短気です。

You can send your resume by snail
mail or email.

あなたは履歴書を郵送かEメールで送ることが
できます。

We reached an agreement and started
the project.

私たちは合意に達して、プロジェクトを開始しま
した。

We can hold a meeting in person or by
videophone.
You can go home early today, but you
will have a pile of work tomorrow.

私たちは、直接か、またはテレビ電話でミーティン
グを開くことができます。

今日は早く帰っても良いですが、明日は仕事が山
積みですよ。

ACTIVITY
6 練習
Activity :Make a sentence with a conjunction (and, but, or).
練習 ：接続詞and / but / or を用いて次の文をつなげてみましょう 。

Hints
ヒント

1. sugar / milk / in my coffee
私はコーヒーにミルクと砂糖を入れます。

document
書類、文書
postal mail / snail mail

2. send the document / by post / by fax
その文書を郵送かファクスで送ってください。

郵便

3. the quality of the product / good / expensive
その製品の品質は良いが高い。

facsimile / fax ファクシミリ
quality
品質
expensive 高価な
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